
TOP MESSAGE　環境行動計画 事業活動の取り組み 環境マネジメント

環境経営の枠組み 
 富士通ゼネラルグループは、ISO14001 に基づく環境マネジメントシステムを環境経営の基盤としています。グループ内で

は、日本国内および海外販売グループ会社が、第三者認証の統合認証を取得しています。一方、海外の生産グループ会社は、各

社（工場）単位を基本として第三者認証を取得しています。また、社内に全社アカスリ委員会および環境推進委員会を設置し、

環境経営を推進しています。 

環境マネジメント 
ガバナンス体制 

名 称：株式会社富士通ゼネラル 
機 関：ビューロベリタスジャパン株式会社 

名 称：富士通将軍 (上海) 有限公司 
機 関：Bureau Veritas Certification 

名 称：富士通将軍中央空調 (無錫) 有限公司 
機 関：威凱認証検測有限公司 

名 称：江蘇富天江電子電器有限公司 
機 関：中国質量認証中心 

名 称：FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD. 
機 関：TÜV Rheinland Cert GmbH 

名 称：FGA (THAILAND) CO., LTD. 
機 関：TÜV Rheinland Cert GmbH 

社  長 

環 境 統 括 部 長 

内部環境監査チーム

全社アカスリ委員会 

環境推進委員会 

執 行 会 議 

※個別の環境マネジメント
システム単位毎に編成

グループ会社 
株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 

株式会社富士通ゼネラル空調技術研究所 

株式会社富士通ゼネラル情報システム 

その他、非生産グループ会社 

FUJITSU GENERAL（THAILAND）CO., LTD. 
FUJITSU GENERAL ENGINEERING 
（THAILAND）CO., LTD. 

FGA（THAILAND）CO., LTD.

富士通将軍（上海）有限公司 

富士通将軍中央空調（無錫）有限公司 

江蘇富天江電子電器有限公司

< ISO14001 第三者認証>富士通ゼネラル 各部門 

本社部門 
（環境統括部） 

営業部門 

空調機事業部門 

情報通信システム事業部門 

電子デバイス事業部門 

その他各部門 
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環境活動の沿革 
■ 1978 年 公害防止委員会設置 
■ 1986 年 本社の倉庫跡に緑地庭園を整備 
■ 1991 年 環境保護推進委員会（現・環境推進委員会）設置 
■ 1993 年 「富士通ゼネラル環境憲章」を制定 

環境行動計画を策定し運用を開始 
■ 1995 年 製品環境アセスメントの運用を開始 
■ 1998 年 ISO14001 の第三者認証取得を開始 

家電リサイクルへの対応を開始 

■ 1999 年 「環境報告書」の発行を開始 
■ 2000 年 環境統括部を発足 

家電リサイクルプラントの運営会社を合弁により設立 
「環境会計」の運用を開始 

■ 2003 年 「富士通ゼネラルグループ環境方針」を制定 
■ 2012 年 「富士通ゼネラルグループ環境方針」を改訂 

  「富士通ゼネラルグループ生物多様性行動指針」を制定 
浜松事業所に緑地庭園（ビオトープ）を整備 

■ 2013 年 グループ全事業領域で ISO14001 の第三者認証を取得 



データ集 事業所の紹介 グループ会社の紹介

製品についてのさまざまな環境アセスメント制度 
製品の環境に及ぼす影響並びにリスクは、富士通ゼネラルグループのさまざまな業務プロセスに関係するため、バリューチェ

ーン全体を網羅するアセスメントを行っています。 

製品環境アセスメントの基準と評価 
アセスメントの総合評点が基準点（80 点）以上、かつ全ての評価項目で最低評価がない製品を｢グリーン製品｣としています。

また、その中でトップレベル (注1)の環境性能を有する製品を「スーパーグリーン製品」として認定しています。 

製品ライフサイクルアセスメント（LCA） 
 製品ライフサイクルにおける環境負荷を、富士通ゼネラル独自の自動算出システムにより設計時に評価することで、各ステー

ジの環境負荷低減に取り組んでいます。 

製品ライフサイクルにおける環境負荷の算定例 製品のライフサイクルにおける CO2排出量の割合 (注3) 
（エアコン「nocria®」(注2)ZS シリーズ 冷房能力 7.1kW タイプ） 

AS-ZS71F2W（2016 年モデル） AS-Z71V2W（2009 年モデル）
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製品の環境アセスメント 

グリーン調達 
お取引先の環境マネジメント
システム構築・運用、および
化学物質管理の状況を評価 

（安全・品質・性能・耐久性等の評価） 

製品環境アセスメント 
省エネルギー、省資源などの環境性能につ
いて、従来モデルからの性能向上などを評
価し、基準以上を「グリーン製品」と認定 

製品ライフサイクルアセスメント（LCA） 
設 計 製品審査 製 造 お客様へ 

ご提供 合 格 

部材調達、生産、輸送、使用、回収廃棄等
の製品ライフサイクル各ステージの環境負
荷を算定・評価し、改善活動に利用 

（注1）：第1位、同等1位、または第1位との差が僅少である場合。 
（注2）：「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。 
（注3）：各製品群の代表製品について、ライフサイクル全体のCO2排出量を100とした場合の各ライフサイクルステージの比率。 

AS-ZS71F2W

AS-Z71V2W

部材調達 製造 輸送 使用 回収 廃棄

合計 9,050kg-CO2

合計 12,470kg-CO2 

約 27％削減 

スーパー 
グリーン製品 

グリーン製品 

■ 環境性能が業界トップレベルの製品

■ 第三者より環境性能で表彰された製品 

■ 自社従来品から環境負荷が 15％以上改善された製品（市場に比較製品がない場合）

■ 製品環境アセスメントの総合評価が基準点（80 点）以上 かつ

■ 製品環境アセスメントの全ての評価項目で最低評価がない
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車載カメラ

防災操作卓

脱臭機

空気清浄機

エアコン

部材調達 製造 輸送 使用 廃棄・リサイクル
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スーパーグリーン製品開発事例紹介
ルームエアコン「nocr ia®」(注 1)（ノクリア ®）(注 2)

GN シリーズ（AS-GN22/25G-W、AS-GN28/40/56G2W）

【認定理由】環境性能が業界トップレベルの製品 

 「ノクリア」GN シリーズは、高い暖房能力で暖かく快適な

空間を実現するとともに、海外で培った寒冷地対応技術を国

内向け機種に活用することで、外気温マイナス 25℃でも暖

房運転を可能としました。 

省エネルギー性能の向上 

 圧縮機の最大電圧と最小電圧の出力範囲の幅を当社従来

製品より拡大したインターリーブ PAM インバーターや、新

設計の高効率圧縮機等の搭載により、高い省エネ性と暖房能

力を実現しました。 

高効率圧縮機 インターリーブ PAM インバーター

新冷媒 R32 の採用 

 従来のエアコン用冷媒（R410A）と比べて、地球温暖化係

数が約 1/3(注 3)の冷媒 R32 を採用。快適な暮らしを持続可能

なものにするため、省エネや快適性とともに、地球環境への

配慮を追求しています。 

グリーン調達 

部材の製造・ソフトの製作過程の環境管理 
富士通グループ全体で、お取引先における環境マネジメン

トシステムの構築をお願いしています。お取引先の環境マネ

ジメントシステムは構築レベルで区分しており、そのうちレ

ベル 1 のお取引先に対して環境マネジメントシステムの構

築・運用を支援しています。 

部材含有化学物質の管理 
 富士通ゼネラルグループでは、お取引先に JAMP(注 5)が提

供している AIS(注 6) / MSDSPlus(注 7)による含有化学物質の調

査を行うとともに、JAMP の「製品含有化学物質ガイドライ

ン」に基づく CMS(注 8)の構築をお願いしています。 

お取引先の CMS については、富士通ゼネラルグループの

監査員がお取引先を訪問して構築および運用状況を確認し、

必要に応じてレベルアップを支援しています。 

 

 

 

簡易的な環境マネジメントシ
ステムの構築 (注 4)

自主的な環境活動および環境
活動責任者の設定

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
推
進

ISO14001、エコステージ、
エコアクション 21、KES な
どの第三者認証取得

(注 1) 「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。 
(注 2) 「ノクリア」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。 
(注 3) 出典「IPCC 第 4 次評価報告書」温暖化係数（GWP）。温暖化係数 2090（R410A）と 675

（R32）の比較。 
(注 4) 簡易的な環境マネジメントシステム：お取引先独自の環境マネジメントシステム。 
(注 5) JAMP : アーティクルマネジメント推進協議会（Joint Article Management Promotion 

consortium）の略。 
(注 6) AIS : 成形品に含まれる化学物質伝達シート（Article Information Sheet）の略。 
(注 7) MSDSplus : 製品含有化学物質情報を伝達するための基本的な情報伝達シート（Material 

Safety Data Sheet Plus）の略。 
(注 8) CMS : 化学物質管理システム（Chemical substances Management System）の略。 
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データ集 事業所の紹介 グループ会社の紹介

公害防止への取り組み 

騒音・振動対応 
生産およびリサイクルのグループ会社の騒音・振動レベル

は、いずれも規制値を大幅に下回っています。また、2016 年

度に、騒音・振動の増加要因となる設備機器の導入はありま

せんでした。 

大気汚染防止対策 
ばい煙発生施設を保有する事業所や工場では、定期的にば

い煙量等の測定を行っています。また、局所排気用ダクトの

定期点検を実施し、必要に応じてフィルター交換を行い大気

汚染防止に努めています。 

緊急時対応訓練 

火災・防災対応 
 富士通ゼネラルグループでは、グループ各社において火

災についての環境汚染リスクを検証し、定期的に訓練を実

施しています。なかでも、空調機などを生産するグループ

会社では、プラスチック部材を多く保管するほか、火災に

よる有害ガスの発生も懸念されることから、各工場所在地

域の消防機関とも連携し、避難や救護および初期消火につ

いて、経験を重視した実地訓練を行っています。 

石油類の漏えい対策 

 ボイラー燃料や災害時の発電用などで重油などの石油類

を貯蔵している事業所やグループ会社では、漏えい事故を想

定し、定期的に事故対応訓練を実施しています。 

化学物質の汚染防止 
 化学物質による汚染を防止するため、漏えい時の拡散を

防止する手順を定期的に確認しています。 

また、過去に工場建屋で使用していたポリ塩化ビフェニ

ル使用機器や、回収した製品に使用していたポリ塩化ビフ

ェニル含有部品は、破壊処理が実施されるまでの間、本社

の専用保管庫で適切に保管しています。 

大規模災害対応 
浜松事業所では、近い将来予想される南海トラフ巨大地

震の震源域（想定最大震度7）にあり、見学者などの来客者

も多く、被災時の対応が重要な課題になっています。この

ため、事業所内で働く全従業員参加による、大規模災害の

発生を意識した訓練を行っています。 

本社のポリ塩化ビフェニル 
保管倉庫内

青森事業所の潤滑油等 
漏えい事故対応訓練の様子 

公害対策・緊急対応訓練 
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浜松事業所における災害時避難訓練の様子

富士通将軍中央空調(無錫) におけるダクト点検の様子 

本社の重油漏洩事故対応訓練の様子 

富士通将軍中央空調 (無錫)における消火訓練の様子 
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環境監査 

内部環境監査 
 経営トップによる環境経営リスクの評価管理を目的に、

ISO14001 の第三者認証範囲（グループ統合認証、および 5

つの個別認証）ごとに内部環境監査を実施しています。また、

グループ統合認証範囲に含まれる製造事業所（1 か所）、製造

グループ会社（1 社）、リサイクルグループ会社（1 社）では、

それぞれが個別の内部環境監査体制を構築しており、事業

所・グループ会社ごとの内部環境監査も実施しています。 

区分 
指摘・改善

件数 

環境法令等の逸脱リスクに関する不適合 13 

その他の環境リスクに関する不適合 11 

改善実施の推奨 67 

外部環境監査 
 ISO14001 審査会社による外部環境監査をグループ全域で

定期的に受け、環境マネジメントシステムの適正化を図って

います。 

区分 
指摘・改善

件数 

環境法令等の逸脱リスクに関する不適合 2 

その他の環境リスクに関する不適合 7 

改善実施の推奨 3 

環境教育・啓発 

環境教育 
 富士通ゼネラルでは、人材の基礎教育である新入社員研修

や幹部社員養成研修において環境教育を行うほか、各職域に

おいて計画的に環境教育を実施しています。 

 また、内部環境監査員の養成とスキルアップを図る目的で、

外部講師を招いた監査員教育を行っています。 

社員に対する環境啓発 
 業務で社有車を利用する営業・サービス部門の一部車両を

対象に、6～8 月の期間、燃費計によるエコドライブ測定を実

施しました。走行距離やエアコン使用等の違いから、効果に

バラツキはでましたが、 

概ね燃費が改善しました。 

参加者からは「職場の仲間に 

も広めたい」といった前向き 

な意見が寄せられました。 

車種 
通常運転 

(5 月) 

エコ運転 

(6～8 月) 
改善率 

A ライトバン 14.4km/L 17.1km/L 19% 

B ライトバン 14.5km/L 14.7km/L 1% 

C 軽ワンボックス 12.2km/L 10.4km/L -15% 

D 軽ワンボックス 9.3km/L 9.5km/L 2% 

2016 年度 内部環境監査の結果

富士通将軍 (上海) の外部環境監査の様子

内部監査員教育の様子 

設置した燃費計 
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2016 年度 外部環境監査の結果 

営業・サービス部門におけるエコドライブ計測実績 

環境監査・環境教育 



 

 

データ集 事業所の紹介 グループ会社の紹介

 
環境報告 
 1999 年より毎年環境報告書を発行しており、経営トップ

のメッセージとあわせて富士通ゼネラルグループの環境活

動についてご報告しています。また、ウェブサイトによる環

境情報の発信も充実を図っています。環境報告書はウェブペ

ージよりどなたでもご覧いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製品の環境技術紹介 
 カタログ、ウェブサイトでの製品紹介ページや展示会を通

して、製品の環境技術を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お取引先とのコミュニケーション 
 
販売店向けの環境性能紹介 
 製品の環境性能を多くのお客様にご案内するために、販

売店に向けた製品説明会を実施しています。  

 FUJITSU GENERAL (TAIWAN)CO.,LTD.では、新製品発表

会を開催し、新製品の環境性能について説明を行いまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
製品含有化学物質への対応 
 製品含有化学物質をサプライチェーン全体で管理するた

め、お取引先に対して富士通ゼネラルグループの化学物質

管理体制についてご案内するとともに、お取引先における

化学物質管理体制の構築についても、ご協力をお願いして

います。 

 
グリーン調達ガイドライン・指定化学物質 
 富士通ゼネラルは、富士通グループ各社と連携してグリ

ーン調達活動を推進しており、富士通グループ共通の「グ

リーン調達ガイドライン」と「指定化学物質」に基づくお

取引をお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 富士通グループ  
グリーン調達ガイドライン(左)・指定化学物質(右) 

製品紹介ページ（ウェブサイト） 

ウェブサイトの環境ページ 環境報告書 

空調機展示会『AHR EXPO 2017』の様子（アメリカ） 
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新製品発表会の様子（台湾） 

環境コミュニケーション 




